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Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................ 
Thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, sau khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm, thí sinh nộp 
phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi có hiệu lệnh, thí sinh mới làm bài phần viết. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 câu; 7,5 điểm) 
 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong các câu và các tình huống sau. 
Câu 1: アメリカと オーストラリアとでは ______が 広いですか。 

A. どれ B. どちら C. なに D. どの 
Câu 2: 子どもは 夕べ 晩ごはんを ______ ねました。 

A. 食べなくて B. 食べなく C. 食べないで D. 食べない 
Câu 3: 毎年 12月に なると、国へ ______ なります。 

A. 帰り B. 帰りに C. 帰りたく D. 帰る 
Câu 4: 日本の まんが______ きょうみが あります。 

A. に B. を C. が D. と 
Câu 5: いっしょに コーヒー______ いかがですか。 

A. でも B. にも C. で D. が 
Câu 6: 友だちは 「りょこうは どうだった？」______ わたしに 聞きました。 

A. で B. を C. と D. に 
Câu 7: この 料理は ______ おいしくないです。 

A. なかなか B. こんなに C. ずいぶん D. そんなに 
Câu 8: わたしの 家では、子どもたちに 自分の へやを そうじ______ います。 

A. させて して B. されて いて C. させて D. して いさせて 
Câu 9: あの きっさてんは ______ かもしれません。 

A. しずか B. しずかで C. しずかな D. しずかだ 
Câu 10: 弟は もう ______のに、進学するか しないか 自分で 決められません。 

A. 18さいな B. 18さい C. 18さいだ D. 18さいの 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau. 
Câu 11: この かばんは 重くて、一人で 持てません。 

A. まずくて B. うすくて C. ふかくて D. おもくて 
Câu 12: 先週の テストは むずかしかったので、あまり 答えられませんでした。 

A. かんがえられません B. こたえられません 
C. かえられません D. おしえられません 

Câu 13: 日本では 四月は 花が きれいです。 

A. よんがつ B. よんげつ C. しげつ D. しがつ 
 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 14 đến 
câu 16. 

4人の 人に しゅみに ついて 聞きました。 
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Kさん：絵を かくことが 好きです。とくに 海や 山の 絵が 好きです。毎週 土よう日と   

日よう日は 海や 山へ 行って 絵を かきます。 

Hさん：テニスを するのが 好きです。でも、あまり じょうずでは ありません。ときどき 

友だちと いっしょに テニスを します。 

Nさん：しゅみは やきゅうを 見ることです。わたしは やきゅうを しませんが、日よう日は 

よく やきゅうを 見に 行きます。 

Vさん：映画を 見るのが 好きです。かなしい映画より おもしろい映画の ほうが 好きです。 

                      (日本語検定協会（2011）『J．TEST実用日本語検定 過去問題集 [E－Fレベル 2010年]』) 

 
Câu 14:  Kさんに ついて 正しいのは どれですか。 

A. 土よう日は ずっと 家に います。 
B. 海で およぐのが 好きです。 
C. 土よう日と 日よう日は 絵を かきます。 
D. 日よう日は 日本語を 勉強します。 

Câu 15:  スポーツが 好きな人は だれですか。 

A. Hさんだけです。 B. Vさんだけです。 
C. Kさんと Vさんです。 D. Kさんと Nさんです。 

Câu 16: 4人に ついて 正しいのは どれですか。 

A. Kさんは 絵が へたです。 
B. Hさんは テニスが じょうずです。 
C. Nさんは 毎週 日よう日に やきゅうを します。 
D. Vさんは おもしろい映画が 好きです。 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân 
trong các câu sau. 
Câu 17: かれが 言った ことは 二人の かんけいを わるく しました。 

A. 亞く B. 唖く C. 亜く D. 悪く 
Câu 18: 兄は けさ 早く おきたので、8時の バスに 間に合いました。 

A. 越きた B. 起きた C. 超きた D. 走きた 
Câu 19: 毎日 近くの こうえんへ いぬを つれて さんぽに 行きます。 

A. 伏 B. 太 C. 犬 D. 大 
 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ câu 
20 đến câu 21. 

花子さん 

今日は ひさしぶりに 会って、とても 楽しかったです。 

花子さんは ダイエットを して いるんですか。前より ほそく なったし、きれいに なったと 

思います。(20)_____、もっと ごはんを 食べたほうが いいですよ。今日 花子さんは やさいしか 

食べませんでしたね。かおいろも よくなかったです。もう ダイエットは しないほうが いいと 

思います。 

(21)______！友だちも つれて いきます。 

               友子 

                         (ヒューマンリソシア株式会社（2009）『にほんご90日 読解教材 「読みましょう」』) 

Câu 20:    A. そして B. それから C. でも D. それに 
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Câu 21:    A. こんどは やきにくを 食べないで くださいね 
 B. こんどは やきにくを 食べに 行きましょうね 
 C. これからは やきにくを 食べては いけません 
 D. 今からは やきにくを 食べないで くださいね 

 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau. 
Câu 22: この 漢字は きょうかしょの 193______に あります。 

A. ペン B. ジーンズ C. セーター D. ページ 
Câu 23: コップを ______ しまいました。 

A. こわして B. たおれて C. おって D. わって 
Câu 24: これから ______ 暑く なって いきます。 

A. だんだん B. たくさん C. はっきり D. きちんと 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây . 
Câu 25: ほとんどの 人が しゅっせきしました。 

A. 休んだ 人は あまり いませんでした。 
B. 休んだ 人が たくさん いました。 
C. しゅっせきした 人は あまり いませんでした。 
D. しゅっせきした 人は 半分でした。 

Câu 26: 今日は はつかです。 
A. 明日は にじゅうにちです。 B. 明日は にじゅういちにちです。 
C. 明日は ここのかです。 D. 明日は よっかです。 

Câu 27: 山下さんは 「行ってきます。」と 言いました。 

A. 山下さんは 今から どこかへ 行きます。 
B. 山下さんは 今から 会社へ 来ます。 
C. 山下さんは 今から 何かを 言います。 
D. 山下さんは 今から 家へ 帰ります。 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các tình huống dưới đây.
Câu 28: 田中：「わたしを わすれないで くださいね。」 

            山本：「 ______」 

A. はい、ぜったいに わすれません。 B. はい、わすれて います。 
C. 大丈夫です。わすれます。 D. はい、もう わすれました。 

Câu 29: 学生：「先生、わたしが お持ち します。」 
     先生：「______」 

A. では、いただきます。 B. では、おねがいします。 
C. では、もらいます。 D. では、あげます。 

Câu 30: 田中：「中川さんの くつは どれですか。」 

     山本：｢______」 

A. あれの くつです。 B. あの 赤いのです。 
C. はい、中川さんのです。 D. いいえ、ちがいます。 
 

II. PHẦN VIẾT (2,5 điểm) 

「去年の 夏休み 」という テーマに ついて、7 ～10文の 作文を 書いて ください。 

---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
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